
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 岡崎 若華 [山形]

主審 今井 和希 [兵庫]

競技委員長 今井 弘基 [長野]

１本目
コースセッター 松浦 俊次 [岩手]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 03022253 草野 隆之介 北海道 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ
2 03021587 丸山 隆乃介 東京 青山学院高等部
3 03022115 丸山 瑛太 長野 高瀬中学校
4 03023985 設樂 優太郎 山形 米沢市立第六中学校
5 03022616 五十嵐 暖 山形 鶴岡市立朝日中学校
6 03022650 石中 仁一郎 滋賀 志賀中学校
7 03022318 髙澤 暁斗 新潟 まつのやま学園
8 03022845 小椋 一矢 東京 世田谷学園中学校
9 03021791 山本 悠貴 長野 山ﾉ内中学校

10 03023008 目黒 咲翔 福島 南会津高等学校
11 03021555 石坂 穣 北海道 札幌第一高校
12 03022722 ブイチック 龍馬 北海道 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ
13 03021752 川口 祐太朗 長野 塩尻中学校
14 03021788 青木 悠翔 長野 長野日本大学中学校
15 03020507 富井 大作 長野 長野俊英高等学校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 03020735 腰越 温歩 新潟 六日町高校
17 03023200 伊藤 瑠泉 北海道 札幌市立東月寒中学校
18 03023198 提箸 柚宇 群馬 高崎市ｽｷｰ連盟
19 03022421 志村 凛太朗 岩手 仙北中学校
20 03023807 松尾 颯 新潟 糸魚川中学校
21 03021385 安藤 啓人 埼玉 城北埼玉高等学校
22 03022702 国本 廉太郎 長野 白馬中学校
23 03024591 関本 航大 北海道 日高ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団
24 03021530 吉野 心人 福島 猪苗代高等学校
25 03022419 伊藤 和飛 岩手 雫石中学校
26 03022969 堀合 健斗 岩手 雫石中学校
27 03022565 新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校
28 03021961 三浦 一桔 群馬 片品中学校
29 03023893 武岡 徳空 北海道 南ヶ丘中学校
30 03022039 丹野 慧 宮城 名取市立閖上小中学校
31 03024002 小熊 健祐 東京 小平第四中学校
32 03021739 齊木 陵太 新潟 糸魚川中学校
33 03021947 井上 結希也 兵庫 村岡中学校
34 03021946 荒木 稜河 兵庫 丹南中学校
35 03022910 松浦 晴尚朗 千葉 日出学園中学校
36 03024646 松本 龍之介 群馬 嬬恋中学校
37 03021593 橋倉 蒼依 秋田 角館高校
38 03022439 伊藤 輝 岩手 松尾中学校
39 03022948 小林 駿汰 東京 玉川中学校
40 03024579 伯谷 悠樹 北海道 札幌市立藻岩中学校
41 03023055 大黒 巧翔 北海道 札幌SS PRODUCTS ｽｷｰﾁ
42 03022463 石綿 響 秋田 東成瀬中学校
43 03021755 小林 桂 長野 菅平中学校
44 03022029 霜鳥 一綺 新潟 妙高中学校
45 03021756 櫻井 光樹 長野 菅平中学校
46 03024261 大野 劉 石川 北辰中学校
47 03022815 菊池 大誠 北海道 ｻｯﾎﾟﾛﾓｲﾜｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
48 03024418 楜澤 桜太 長野 浅間中学校
49 03022117 松尾 昂紀 広島 東城SC
50 03025802 森田 毅 北海道 札幌SS PRODCTS ｽｷｰﾁｰ
51 03024588 菊池 奏汰 北海道 札幌市立厚別北中学校
52 03021424 山﨑 涼太郎 北海道 滝上中学校
53 03024811 徳竹 希星 長野 山ﾉ内中学校
54 03023088 野呂 洸翔 岐阜 多治見西高校
55 03024700 足助 柊哉 栃木 東那須野中学校
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56 03022384 湯田 心道 福島 田島中学校
57 03024468 小倉 陽向 愛知 幸田北部中学校
58 03022952 今井 平和 長野 小諸高校
59 03024912 石丸 太一 北海道 札幌市立宮の森中学校
60 03022249 渡邊 孝介 北海道 美唄中学校
61 03023792 山口 純 福島 会津若松第一中学校
62 03024711 小林 真尋 北海道 夕張TSOﾚｰｼﾝｸﾞ
63 03022838 杉本 眞泰 北海道 北見北光中学校
64 03022781 藤島 諒哉 北海道 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ
65 03022577 鈴木 蒼大 東京 千川中学校
66 03022728 奈須川 雅希 北海道 MSR
67 03021482 湯浅 由規 岡山 津山工業高校
68 03023229 神田 柊斗 北海道 占冠中学校
69 03024543 岡田 康汰 岐阜 神岡中学校
70 03023884 尾崎 絢章 群馬 みなかみ中学校
71 03021800 小林 春輝 長野 穂高西中学校
72 03021303 太谷 颯吾 北海道 東海大学付属札幌高校
73 03024413 萩原 叶有 長野 白馬中学校
74 03025874 川久保 皇佑 北海道 陵北中学校
75 03025350 眞鍋 親ノ介 長野 松川中学校
76 03022805 大井 雄慎 北海道 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少
77 03020493 槌市 優斗 長野 大町岳陽高校
78 03024587 大塚 陽向 東京 千歳中学校
79 03024810 村田 拓翔 北海道 MSR
80 03024552 星野 駆音 群馬 片品中学校
81 03024431 山﨑 涼介 長野 白馬中学校
82 03024771 早川 徹彦 埼玉 西武学園文理中学校
83 03022828 梅澤 則仁 北海道 奈井江中学校
84 03025852 川尻 泰晟 北海道 札幌澄川中学校
85 03024550 田邊 快斗 群馬 片品中学校
86 03022966 下舘 大輝 岩手 山形中学校
87 03021158 松井 亮 富山 雄山高校
88 03022337 平松 優大 愛媛 愛媛大学附属中学校
89 03024647 上村 悠瑳 宮城 将監中学校
90 03024619 本多 峻 愛知 南山中学校
91 03021795 武居 勇人 長野 木曽町中学校
92 03024760 髙橋 颯世 秋田 皆瀬中学校
93 03024633 桑江 常悟 北海道 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ
94 03023329 湯田 健心 福島 田島中学校
95 03020855 秋田 倖之介 長野 長野高校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

96 03023613 清水 嘉主臣 新潟 湯沢中学校
97 03024432 岩下 幸太郎 長野 信州大学教育学部附属
98 03024439 村上 誠太郎 長野 原村立原中学校
99 03024453 宮澤 優輝 長野 飯山城北中学校

100 03024618 福島 幸久 愛知 扇台中学校
101 03025123 松井 雄希 富山 上滝中学校
102 03022669 森下 祐亮 福井 勝山中部中学校
103 03023995 林 遼仁 北海道 平岡緑中学校
104 03025851 清水 大嗣 北海道 玉越ｽﾄﾘｰﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ
105 03022262 堀 竣一 東京 明星中学校
106 03022851 三賀山 嗣穏 千葉 千葉日本大学付属第一
107 03021837 塩屋 聡大 岐阜 松倉中学校
108 03025488 児玉 遥飛 秋田 鹿角市立花輪中学校
109 03025596 八幡 陸斗 岩手 西根中学校
110 03025783 清野 冬真 山形 鶴岡市立朝日中学校
111 03021958 永井 真生 群馬 片品中学校
112 03024474 佐々木 知洋 岩手 松尾中学校
113 03025050 遠藤 伊織 山形 鶴岡市立朝日中学校
114 03026178 串田 有 静岡 静岡大学附属浜松中学
115 03024636 反保 綾太 岐阜 宮中学校
116 03024265 橘 悠真 神奈川 関東学院六浦高等学校
117 03021804 上野 知希 長野 屋代高校附属中学校
118 03026261 紅林 涼雅 東京 高井戸中学校
119 03025681 吉田 尋翔 岩手 沢内中学校
120 03022191 近藤 純太 東京 瀬田中学校
121 03022568 竹田 柊晴 東京 立教池袋中学校
122 03025041 堀田 隆一郎 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
123 03025064 主田 宵 広島 西城中学校
124 03025043 中野屋 悦生 茨城 茨城ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
125 03024141 石川 太郎 埼玉 聖望学園中学校
126 03025014 三嶋 志歩 栃木 東那須野中学校
127 03021150 辻 唯人 富山 砺波工業高等学校
128 03024605 大村 修輝 神奈川 みたけ台中学校
129 03024780 竹田 光晴 京都 木幡中学校
130 03022658 古谷 ルク 滋賀 今津中学校
131 03025784 高橋 一綺 山形 天童市立第三中学校
132 03024947 稲葉 慶太朗 東京 大田区立安方中学校
133 03025208 上田 廉 東京 東京国際ﾌﾗﾝｽ学園中学
134 03025078 加藤 博久 東京 St.Mary’sIS
135 03024712 今 崇嘉 青森 横内中学校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

136 03024349 吉村 創晴 大阪 大阪中学校ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗ
137 03021579 荒金 柊雪月 大分 大分県立 大分西高等
138 03018077 越川 照太 東京 日本工業大学駒場中学
139 03025132 高畠 陽希 東京 駒留中学校
140 03024934 田淵 蓮 兵庫 小代中学校
141 03025867 柴田 詩葵 兵庫 市川中学校
142 03024131 菅野 泰馳 秋田 羽後中学校
143 03023885 松原 大郎 群馬 みなかみ中学校
144 03023628 佐々木 佑斗 島根 瑞穂中学校
145 03021942 河﨑 遼泰 兵庫 白陵中学校
146 03023078 杉浦 伯 三重 ｱﾙﾌﾟｽSCｸﾜﾅ
147 03024668 原田 隆輝 千葉 松戸旭町中学校
148 03025989 田中 駿介 愛媛 港南中学校
149 03025304 瀬野 裕大 徳島 TAF
150 03025571 石井 晴 宮崎 五ヶ瀬中等教育学校ｽｷ
151 03023253 堂本 琢真 高知 高知学芸高校
152 03025310 生田 和獅 鳥取 大山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
153 03025838 胎中 隆太 奈良 奈良大学附属高等学校
154 03022044 田井 晴海 長野 仁科台中学校
155 03024174 藤原 蓮 大阪 ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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